秋田県 羽後町

A01盆踊りキーホルダー

A02端縫(はぬい)10個入

5,000円

A03うま芋ん1本＋山科ごま

5,000円

A04若返りた～い！

5,000円

5,000円

国の重要無形民俗文化財として指定
されている西馬音内盆踊りの優美さ
と妖艶さをキーホルダーに仕立て上
げました。 みさと工芸舎

西馬音内盆踊りにちなんだお菓子で
す。マロンあんを中に入れた和風バ
ターケーキで、香り高いブランデー
で風味をひきたてました。お茶、コ
ーヒー、紅茶とともにぜひご賞味く
ださい。 菓子舗木村屋

極上のさつまいも100％の素材を使
用し表面をこんがり焼きあげたスイ
ートポテトです。発売と同時に瞬く
間に噂が広がり、たくさんのファン
を獲得しています。山科は食感がし
っとりしていて、とても懐かしく、
落ち着きのある味わいを醸し出して
います。 泉榮堂

耳に残るネーミングの「若返りまん
じゅう」は、甘さをおさえた皮むき
あんと上品な甘さの黒砂糖と上質の
葛を使用しており、しっとりとした
饅頭に仕上げております。また、皮
に竹炭を使用し、中のあんを胡麻あ
んにした「黒いべ」、あんの中に枝
豆のつぶつぶを入れた「ま…

A05そば饅頭12個入

A06踊りもなか10個入

A07ノルマンド(アップルパイ)

U020梅の甘露煮セット

5,000円

5,000円

5,000円

6,000円

そば饅頭は、皮のほんのりとした塩
味と餡子が程よくミックスし、後を
引かないさっぱりとし、そばのつゆ
の風味を感じさせる上品な風味に仕
上げています。また、そばをイメー
ジした歯応えも持たせました。 み
なとや・ラグドール

もなかは小豆餡を入れ、香りが香ば
しい短冊形に仕上げています。 み
なとや・ラグドール

スライスしたリンゴにはちみつバタ
ーとシナモンバターをたっぷり塗っ
て、じっくり焼き上げたアップルパ
イです。 みなとや・ラグドール

甘酸っぱいさわやかなスイーツの梅
の甘露煮です。トロッとした酸味の
ある果肉は、よく冷やしてデザート
に、シロップはお好みの甘さで凍ら
せてシャーベットに、また炭酸水や
お酒などで割ってお好みのドリンク
でどうぞご賞味ください。三輪缶詰
委託加工所

B01西馬音内盆踊りグッズセット

B02西馬音内盆踊りグッズセット

B03羽後手延うどん詰合せ

B04あぐりこうどん

10,000円
国の重要無形民俗文化財として指定
されている西馬音内盆踊りをデザイ
ンしたTシャツ・絵ハガキ・タオル
・ハンカチ・コーヒーカップ・キー
ホルダーをセットにしました。西馬
音内盆踊りをもっともっと好きにな
ってください。 ながや

05463

10,000円
国の重要無形民俗文化財として指定
されている西馬音内盆踊りを刺繍し
たエプロンとハンドタオル２枚のセ
ットです。 アベール

10,000円
良い製品を造るには良い材料を選ぶ
ことが大切です。麺は小麦粉が命、
単品種の小麦だけの小麦粉を麺の品
種や製造条件に合わせ独自にブレン
ドしています。これが安定して美味
しい手延麺を造る秘訣であり、麺の
コシの強さと、のど越しの良さの相
反する性質を見事に調和さ…

10,000円
当店は、笹入り・しそ入り・自然薯
入りうどん、最近では秋田ふき入り
うどんの製造もしています。色とり
どりの「佐々木製麺所」の商品には
、新鮮素材が冷凍粉砕され麺にまる
ごと練りこまれています。手延べで
作られる麺に、これらの食材を加え
ていくのはとても手間がか…

秋田県

B05乾麺セット

B06八塩のわらびセット

10,000円

B07 踊り巻(ニシン・サケ・イワナ
・比内地鶏×2)

10,000円

羽後町

B08名産缶詰セット(5本入)

10,000円

10,000円

文政元年創業の西馬音内そばの元祖
。西馬音内盆踊りの地口にあるよう
に、昔からそば屋は社交の場になく
てはならないものでした。いまでも
、西馬音内の「冷がけそば」を目当
てに多くの方がお見えになります。
そんなそばを乾麺にしてお届けいた
します。 弥助そば屋

八塩のわらびは、ねばりがあって大
変おいしいです。発送は５月下旬頃
となります（５月上旬を過ぎてから
の申し込みは、次年度の発送になり
ます）。 JAこまち女性部田代支部
加工研究グループ

厳選したにしん、さけ、いわな、比
内地鶏を北海道産昆布で一本ずつ手
作業で丁寧に巻きあげました。昔な
がらの製法と秘伝のタレでじっくり
煮込んでおります。柔らかい昆布と
にしんの旨みをご賞味ください。
佐忠商店

西馬音内名物「橋場まんじゅう」の
老舗。地元産の小豆・黒豆・ささぎ
豆と季節のタケノコ(根曲り竹)やな
めこを名産缶詰セットにしました。
タケノコやなめこは季節により変更
になることもございますが、羽後町
で古くから保存食として重宝されて
いる缶詰の素朴な味をご堪能くださ
い。 万寿堂

B09端縫(はぬい)20個入

B10菓子詰合せ(銘菓撰)

B11ブランデーケーキ(2本セット)

B12ふるさと思い出セット

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

西馬音内盆踊りにちなんだお菓子で
す。マロンあんを中に入れた和風バ
ターケーキで、香り高いブランデー
で風味をひきたてました。お茶、コ
ーヒー、紅茶とともにぜひご賞味く
ださい。 菓子舗木村屋

明治35年、この地で菓子舗を開業し
てから、羽後路の季節感や西馬音内
盆踊りの情緒を心掛けてまいりまし
た。地域に根差した心温まるお菓子
達です。日持ちのするお菓子を中心
に詰合せいたしました。（季節によ
り詰合せ内容が変わることがござい
ます。） 菓子舗木村屋

高級ブランデーを惜しみなくつかい
、口にしか瞬間から漂うふくよかな
香りはまさに大人の味です。地元は
もちろん、噂を聞きつけて県外から
も問い合わせがあるブランデーケー
キ。プレーンとチョコの２つの味を
お楽しみください。 菓詩工房さと
う

干柿の中に餅入りのつぶあんを入れ
た「柿餅」、ずんだあんで餅を包み
干柿の中に入れた「ずんだ柿」、極
上の素材を使用し表面をこんがり焼
きあげたスイートポテトの「うま芋
ん」をセットにしてお届けいたしま
す。泉榮堂

B13北の盆・西馬音内セット

B15七曲り峠新酒＋西馬音内盆踊り

B16七曲り峠新酒＋花嫁道中

B17西馬音内盆踊り＋花嫁道中

10,000円
「北の盆」(天の戸酒造)極上の酒米
美山錦を50％精白して秋田花酵母AK
-1で醸した純米吟醸酒でコクのある
旨味の逸品です。羽後町を代表する
西馬音内盆踊りにちなんで『北の盆
』とした当店オリジナルの地酒です
。「西馬音内」(刈穂酒造)上品な香
りとすっきりした飲み口で、秋田を
代表する刈穂の吟醸酒です。ラベル
裏側には石垣舜一氏の切り絵を施し
、西馬音内盆踊りの情緒も楽しめま
す。 リカーシ…

05463

10,000円
雪中貯蔵酒「七曲り峠」（両関酒造
）は淡麗中庸の純米吟醸酒で、春・
夏の高温期に気温０度、湿度１００
％、空気対流０の状態で雪室の中過
熟を防ぎ、高品質を維持するもので
、豊かな香りとふくらみ、透明感が
特徴です。「西馬音内盆踊り」（秋
田銘醸）は「こまち酵母スペシャル
」を使用し、低温長期発酵法により
じっくり醸造された純米大吟醸酒で
、果実を思わせる華やかな香りとふ
くらみのある…

10,000円
雪中貯蔵酒「七曲り峠」（両関酒造
）は淡麗中庸の純米吟醸酒で、春・
夏の高温期に気温0度、湿度100％、
空気対流0の状態で雪室の中過熟を
防ぎ、高品質を維持するもので、豊
かな香りとふくらみ、透明感が特徴
です。「花嫁道中」（秋田銘醸）は
高品質の清酒粕を原料として2008年
から長期にわたって熟成された本格
焼酎です。アルコール度30度で、深
いコクとまろやかさが特徴です。ラ
ベルは「世界の…

10,000円
「西馬音内盆踊り」（秋田銘醸）は
「こまち酵母スペシャル」を使用し
、低温長期発酵法によりじっくり醸
造された純米大吟醸酒で、果実を思
わせる華やかな香りとふくらみのあ
る上品な味わいが特徴です。書は秋
田を代表する女流書家三浦湯舟氏に
よるものです。「花嫁道中」（秋田
銘醸）は高品質の清酒粕を原料とし
て２００８年から長期にわたって熟
成された本格焼酎です。アルコール
度３０度で、…

秋田県

B19美少女イラストあきたこまち5kg
×2袋

B20美少女イラストあきたこまち5kg
＋味噌（樽の音（たるのね）400g×
2個）セット

10,000円

10,000円

B22純米吟醸「端縫い」２本セット

10,000円

羽後町

B25
羽後麦酒クラフトビール６本セット

10,000円

JAうご産あきたこまちは、ただおい
しいだけでなく、厳しい基準で選ば
れた「高品質米」です。粒がひと回
り大きく、ふっくらとして甘みがあ
るのが特徴です。その独自基準(直
径1.95mm以上)は生産者にとって非
常に高いハードルです。より美味し
いお米を作るために、当JAでは地域
と一体となって『循環型農業』に取
り組み、健全で肥沃な土作りから、
お米づくりに励んでおります。 JA
うご

JAうご産あきたこまちと、JAうご産
のあきたこまちと大豆を使い、昔な
がらの手造りの味を追求した純・天
然醸造味噌「樽の音」をセットにし
ました。お味噌汁用としてももちろ
ん使えるお味噌ですが、白いごはん
との相性がとてもよい、減塩甘口味
噌です。ぜひごはんと一緒にご賞味
ください。 JAうご

羽後町産酒米「秋田酒こまち」を使
用した雪室貯蔵の純米吟醸酒です。
平成28年酒造年度「全国新酒鑑評会
」で金賞を受賞した秋田の名酒蔵「
木村酒造」とのオリジナルコラボ商
品であり、すっきりしてフルーティ
ーな味わいで、日本酒に親しみがな
い人でもたいへん飲みやすいのが特
徴です。長い冬の間、羽後町に降り
積もった雪を活かし、雪室で貯蔵熟
成させた数量限定の地酒です。(株)
おも・しぇ

羽後町に初のビール会社「羽後麦酒
」が誕生しました。羽後町産あきた
こまちを使用し、すっきりとした口
当たりと苦みのきいたゴールデンエ
ール「GA001」、オレンジピールと
コリアンダーを使い、白濁したフル
ーティーなベルシャンホワイト「BW
001」、クラフトビールの入り口と
して優しく飲みやすい味わいのペー
ルエール「PA001」の３種類のビー
ルを様々なお料理やスイーツなどと
あわせて、ぜひご…

U022
羽後和牛贅沢切り落とし300ｇ

U023

U024
羽後和牛熟ハンバーグ6個セット

U019秋田牛すき焼きセット500g

10,000円

羽後和牛切り落とし500ｇ

10,000円

10,000円

11,000円

繁殖から肥育、そして直売まで一
貫した体制で和牛を飼育している佐
藤畜産。町内産の稲わらを用いた飼
育で、安心安全の美味しい「羽後和
牛」をぜひご賞味ください。羽後和
牛さとう

繁殖から肥育、そして直売まで一
貫した体制で和牛を飼育している佐
藤畜産。町内産の稲わらを用いた飼
育で、安心安全の美味しい「羽後和
牛」をぜひご賞味ください。羽後和
牛さとう

「羽後和牛熟」とは、「羽後和牛」
の生みの親であるお母さん牛です。
お母さん牛としての役目を終えた牛
を、地元産の飼料稲、蕎麦を食べさ
せ、半年以上じっくりと再肥育して
おります。年齢を重ねた「羽後和牛
熟」は、「羽後和牛」と比べ霜降り
が少なく、食感も固めですが、肉の
風味や味が濃く、脂もあっさりとし
て食べやすいお肉になっております
。その羽後和牛熟を１００％使用し
た手ごねのハ…

豊かな自然で囲まれた地で育った黒
毛和牛は全国から高い評価を受けて
おります。格付け３等級以上の秋田
牛はやわらかく、多汁性があり、旨
味が強く、脂の口溶けがよいお肉で
す。ミートショップさくらだ

U025
羽後和牛熟ウデすき焼き用500ｇ

U021煮豆と梅の甘露煮６缶セット

U012アイガモ農法米あきたこまち玄
米５㎏

U014リンゴジュース「sonomama」(1
60ℊ×20本)

11,000円
「羽後和牛熟」とは、「羽後和牛」
の生みの親であるお母さん牛です。
お母さん牛としての役目を終えた牛
を、地元産の飼料稲、蕎麦を食べさ
せ、半年以上じっくりと再肥育して
おります。年齢を重ねた「羽後和牛
熟」は、「羽後和牛」と比べ霜降り
が少なく、食感も固めですが、肉の
風味や味が濃く、脂もあっさりとし
て食べやすいお肉になっております
。羽後和牛さとう

05463

12,000円
5種類の煮豆（小豆、金時豆、とら
豆、白花豆、黒豆）と梅の甘露煮の
缶詰6缶セットです。煮豆は昔なが
らの製法でじっくりコトコト煮て作
り上げました。常温でそのままおい
しくいただけます。梅の甘露煮は、
果肉は冷やしてデザートに、シロッ
プは凍らせてシャーベットに、また
炭酸水やお酒で割ってドリンクでど
うぞご賞味ください。三輪缶詰委託
加工所

13,000円
鴨は、雑草を食べてくれます。そし
て田圃の中を元気に泳ぎ回り、足で
撹拌するので水が濁り雑草が育ちに
くくなります。また、鴨が稲株にも
触れるので、稲が丈夫に育ちます。
生産者は毎日鴨の世話をするため水
管理もしっかりできます。普通の栽
培にはない農薬を一切使わない米作
り、ネット張りなどの作業や毎日の
鴨の世話などとても手間暇がかかり
ますが、鴨は除草だけでなく、生産
者を癒してく…

13,000円
地元産ふじりんごを使用した果汁１
００％のリンゴジュースです。大人
が手搾りしたのと同じくらいの圧力
で丁寧に搾汁し、１番搾りだけを使
用するので、雑味の少ない、すっき
りとしたストレート果汁が搾られま
す。また、クリスタル・クリアーな
透明感とすっきりとした後味を実現
し、りんごを食べたときそのままの
風味をお愉しみいただけます。 湘
南香料（株）

秋田県

U015赤葡萄ジュース「sonomama」(1
60ℊ×20本)

U016トマトジュース「sonomama」(1
60ℊ×20本)

13,000円

C01西馬音内盆踊りグッズセット

13,000円

羽後町

C02明通チーズフレッシュセット

15,000円

15,000円

秋田産キャンベル・アーリーを使用
した果汁１００％のぶどうジュース
です。適度な酸味が特徴の貴重なぶ
どうを、独自の技術「非加熱濃縮」
により、風味を損なわずに糖度を高
め、酸度との絶妙なバランスを実現
しております。また、酒石（おり）
をろ過で取り除いているので、新鮮
なぶどうを食べるような、透明感の
ある瑞々しさをお愉しみいただけま
す。 湘南香料（株）

秋田産トマト「なつのしゅん」を１
００％使用し、果肉感を活かしたジ
ュースです。通常のトマトジュース
はさまざまな品種を混合しますが、
このジュースは「なつのしゅん」単
一品種であることが大きな特徴です
。また、トマトジュースには珍しい
「食塩無添加」のため、トマトの風
味をそのまま感じていただけます。
もぎたてのトマトをかじるような、
そのままの味・食感をお愉しみくだ
さい。 湘南香…

国の重要無形民俗文化財として指定
されている西馬音内盆踊りを刺繍し
たエプロン２枚とハンドタオルのセ
ットです。アベール

酪農家の母さん方が、スイスのグリ
ュイエールチーズ工房内で「チーズ
の苦手な方でも、とてもおいしく食
べられる」チーズに出会い、廃校と
なった小学校を拠点として試行錯誤
を重ねおいしいチーズを作り上げる
ことができました。原料は地元の「
安心・安全・新鮮」な牛乳の供給を
受け製造しています。明通りチーズ
工房

C03羽後のじまんこセット

C04北の盆飲み比べセット

C05七曲り峠新酒+古酒7年

C09あきたこまち「みほうまれ」5kg
桐箱入

15,000円

15,000円

15,000円

15,000円

耳に残るネーミングの「若返りまん
じゅう」は、甘さをおさえた皮むき
あんと上品な甘さの黒砂糖と上質の
葛を使用しており、しっとりとした
饅頭に仕上げております。また、皮
に竹炭を使用し、中のあんを胡麻あ
んにした「黒いべ」、あんの中に枝
豆のつぶつぶを入れた「まめだよ」
、加えて干柿の中に餅入りのつぶあ
んを入れた「柿餅」、ずんだあんで
餅を包み干柿の中に入れた「ずんだ
柿」、極上の…

極上の酒米美山錦を50％精白して秋
田流花酵母AK-1で醸した純米吟醸酒
でコクのある旨味の逸品です。通常
の火入れタイプ、旨味たっぷりの生
原酒、うっすらと米麹が残る淡にご
りをお楽しみください。 リカーシ
ョップえのもと

雪中貯蔵酒「七曲り峠」（両関酒造
）は淡麗中庸の純米吟醸酒で、春・
夏の高温期に気温0度、湿度100％、
空気対流0の状態で雪室の中過熟を
防ぎ、高品質を維持するものです。
県の食品研究所の熟練パネラーによ
る味覚テストでも最も高い評価を得
ています。新酒は豊かな香りとふく
らみ、透明感が特徴で、7年古酒は
熟成の深さとリキュール風味、まろ
やかさが出てきます。根強い古酒フ
ァンに長年愛飲…

ＪＡうご産あきたこまちは、ただ
おいしいだけでなく、厳しい基準で
選ばれた「高品質米」です。その中
でもさらに厳しい基準（直径2㎜以
上）を設定し、成熟した大粒のお米
だけを集めた最高品質のあきたこま
ちです。「みほうまれの稲穂」を添
え、天然木使用の桐箱に収めてお届
けします。しっかりとしたうまみの
味わえるお米をぜひご賞味ください
。 JAうご

U017うご牛すき焼きセット500g

U026 羽後和牛熟ハンバーグ6個+羽
後和牛熟切り落とし500ｇ

U027 羽後和牛熟モモすき焼き用50
0ｇ＋羽後和牛熟切り落とし500ｇ

U028

15,000円
羽後町で育ち出荷される牛を「羽後
牛」といいます。その中でもJAうご
ブランドの「うご牛」はJAうご肉用
牛組合が生産した希少価値の高い『
格付A4以上』の上級和牛です。和牛
本来の高級感ととろける美味しさを
ご堪能ください。 ミートショップ
さくらだ

05463

17,000円
「羽後和牛熟」とは、「羽後和牛」
の生みの親であるお母さん牛です。
お母さん牛としての役目を終えた牛
を、地元産の飼料稲、蕎麦を食べさ
せ、半年以上じっくりと再肥育して
おります。年齢を重ねた「羽後和牛
熟」は、「羽後和牛」と比べ霜降り
が少なく、食感も固めですが、肉の
風味や味が濃く、脂もあっさりとし
て食べやすいお肉になっております
。また、ハンバーグは羽後和牛熟を
１００％使用…

17,000円
「羽後和牛熟」とは、「羽後和牛」
の生みの親であるお母さん牛です。
お母さん牛としての役目を終えた牛
を、地元産の飼料稲、蕎麦を食べさ
せ、半年以上じっくりと再肥育して
おります。年齢を重ねた「羽後和牛
熟」は、「羽後和牛」と比べ霜降り
が少なく、食感も固めですが、肉の
風味や味が濃く、脂もあっさりとし
て食べやすいお肉になっております
。羽後和牛さとう

羽後和牛切り落とし1㎏

18,000円
繁殖から肥育、そして直売まで一貫
した体制で和牛を飼育している佐藤
畜産。町内産の稲わらを用いた飼育
で、安心安全の美味しい「羽後和牛
」をぜひご賞味ください。羽後和牛
さとう

秋田県

G01「端縫い」セット

U029 羽後和牛熟サーロインステー
キ200ｇ×3枚

20,000円

20,000円

U013アイガモ農法米あきたこまち玄
米10㎏

羽後町

D01西馬音内盆踊り押絵額

25,000円

30,000円

平成28年酒造年度『全国新酒鑑評会
』で金賞を受賞した秋田の名酒蔵『
木村酒造』とのオリジナルコラボ商
品。羽後町産の『秋田酒こまち』を
使用し、雪室に２ヵ月間じっくりと
熟成させた雪室貯蔵の純米吟醸酒『
端縫い』は、なんといってもフルー
ティーで香り高いすっきりとした味
わいが特徴です。また、この地酒の
製造過程でできる酒粕を蒸留し、姉
妹商品として酒粕焼酎『端縫い』が
誕生しました…

「羽後和牛熟」とは、「羽後和牛」
の生みの親であるお母さん牛です。
お母さん牛としての役目を終えた牛
を、地元産の飼料稲、蕎麦を食べさ
せ、半年以上じっくりと再肥育して
おります。年齢を重ねた「羽後和牛
熟」は、「羽後和牛」と比べ霜降り
が少なく、食感も固めですが、肉の
風味や味が濃く、脂もあっさりとし
て食べやすいお肉になっております
。羽後和牛さとう

鴨は、雑草を食べてくれます。そし
て田圃の中を元気に泳ぎ回り、足で
撹拌するので水が濁り雑草が育ちに
くくなります。また、鴨が稲株にも
触れるので、稲が丈夫に育ちます。
生産者は毎日鴨の世話をするため水
管理もしっかりできます。普通の栽
培にはない農薬を一切使わない米作
り、ネット張りなどの作業や毎日の
鴨の世話などとても手間暇がかかり
ますが、鴨は除草だけでなく、生産
者を癒してく…

国の重要無形民俗文化財として指定
されている西馬音内盆踊りの優美さ
・妖艶さを押絵にした手作りの１品
商品です（手作りのため、見本とは
異なる場合があります）。ながや

D02西馬音内盆踊りグッズセット

D03明通チーズ満腹セット

D09盆踊りあきたこまち5kg×4袋

U030

30,000円

30,000円

30,000円

羽後和牛モモすき焼き用1㎏

31,000円

国の重要無形民俗文化財として指定
されている西馬音内盆踊りを刺繍し
たエプロン２枚とハンドタオル３枚
に加え、彦三頭巾のタペストリーを
セットにしてみました。アベール

酪農家の母さん方が、スイスのグリ
ュイエールチーズ工房内で「チーズ
の苦手な方でも、とてもおいしく食
べられる」チーズに出会い、廃校と
なった小学校を拠点として試行錯誤
を重ねおいしいチーズを作り上げる
ことができました。原料は地元の「
安心・安全・新鮮」な牛乳の供給を
受け製造しています。 明通りチー
ズ工房

JAうご産あきたこまちは、ただおい
しいだけでなく、厳しい基準で選ば
れた「高品質米」です。粒がひと回
り大きく、ふっくらとして甘みがあ
るのが特徴です。その独自基準(直
径1.95mm以上)は生産者にとって非
常に高いハードルです。より美味し
いお米を作るために、当JAでは地域
と一体となって『循環型農業』に取
り組み、健全で肥沃な土作りから、
お米づくりに励んでおります。 JA
うご

繁殖から肥育、そして直売まで一貫
した体制で和牛を飼育している佐藤
畜産。町内産の稲わらを用いた飼育
で、安心安全の美味しい「羽後和牛
」をぜひご賞味ください。羽後和牛
さとう

U031 羽後和牛特選ロースすき焼き
用500ｇ＋羽後和牛切り落とし500ｇ

U018うご牛焼肉用ロース500g

U032 羽後和牛熟ハンバーグ6個+羽
後和牛サーロインステーキ400ｇ

U033 羽後和牛サーロインステーキ
200ｇ×3枚

31,000円
繁殖から肥育、そして直売まで一貫
した体制で和牛を飼育している佐藤
畜産。町内産の稲わらを用いた飼育
で、安心安全の美味しい「羽後和牛
」をぜひご賞味ください。羽後和牛
さとう

05463

32,000円
羽後町で育ち出荷される牛を「羽後
牛」といいます。その中でもJAうご
ブランドの「うご牛」はJAうご肉用
牛組合が生産した希少価値の高い『
格付A4以上』の上級和牛です。和牛
本来の高級感ととろける美味しさを
ご堪能ください。 ミートショップ
さくらだ

32,000円
「羽後和牛」は、町内産の稲わらを
用いた飼育で、安心安全なお肉です
。「羽後和牛熟」とは、「羽後和牛
」の生みの親であるお母さん牛です
。お母さん牛としての役目を終えた
牛を、地元産の飼料稲、蕎麦を食べ
させ、半年以上じっくりと再肥育し
ております。年齢を重ねた「羽後和
牛熟」は、「羽後和牛」と比べ霜降
りが少なく、食感も固めですが、肉
の風味や味が濃く、脂もあっさりと
して食べやす…

33,000円
繁殖から肥育、そして直売まで一貫
した体制で和牛を飼育している佐藤
畜産。町内産の稲わらを用いた飼育
で、安心安全の美味しい「羽後和牛
」をぜひご賞味ください。羽後和牛
さとう

秋田県

J01うご牛特選サーロインステーキ

E01羽後和牛定期便

40,000円
羽後町で育ち出荷される牛を「羽後
牛」といいます。その中でもJAうご
ブランドの「うご牛」はJAうご肉用
牛組合が生産した希少価値の高い『
格付A4以上』の上級和牛です。生産
者および出荷頭数が非常に少ないた
め、入手困難な和牛であります。豊
潤な味わいとととろけるような柔ら
かさ、その旨味を詰め込んだとても
贅沢な逸品です。 ミートショップ
さくらだ
K01オリエントスター
AF0002S】

U007オリエントスター
CLASSICSEMISKELETON【RKND0006S】

100,000円
繁殖から肥育、そして直売まで一貫
した体制で和牛を飼育している佐藤
畜産。地元産の稲わらを用いた飼育
で、安心安全はもちろんのこと味に
も絶対の自信を持っております。毎
月1回、計6回、自慢のお肉をお届け
いたします。（写真のイメージとは
若干異なる場合がございます。）
羽後和牛さとう

Classic【RK- U009オリエントスター
CLASSICSEMISKELETON【RKAV0003S】

120,000円

150,000円

110,000円

羽後町

U008オリエントスター
CLASSICSEMISKELETON【RKND0003S】

110,000円

可憐で華やか、かつ温もりを感じる
デザインのレディースライン。ケー
スサイズとセミスケルトンの美しさ
に拘った商品。小ぶりな31.5mmを採
用し、腕に付けた際の可憐さの演出
と軽量化を実現。ボンベ文字板とBO
Xガラスを採用し、女性から受け入
れられやすい柔らかなシルエットに
なりました。ベゼル部分が薄くなる
ことで、手首に着けた際に薄く見え
る効果が高まります。

可憐で華やか、かつ温もりを感じる
デザインのレディースライン。ケー
スサイズとセミスケルトンの美しさ
に拘った商品。小ぶりな31.5mmを採
用し、腕に付けた際の可憐さの演出
と軽量化を実現。ボンベ文字板とBO
Xガラスを採用し、女性から受け入
れられやすい柔らかなシルエットに
なりました。ベゼル部分が薄くなる
ことで、手首に着けた際に薄く見え
る効果が高まります。

H04オリエントスター
HeritageGothic【RK-AW0003S】

U010オリエントスター
MODERNSKELETON【RK-AV0004L】

180,000円

180,000円

世界的なトレンドであるアンティー
クスタイルを取り入れ、オープニン
グが広く見えるケース形状に、細い
足先を組み合わせました。さらに、
柔らかい雰囲気のボンベ文字盤とシ
ンプルなバーインデックス、すっき
りとした針を採用することで視認性
にも優れ、現代版アンティーク調ウ
ォッチを完成させました。オンオフ
問わない汎用性の高いデザインです
。MadeinJapan。

球面ガラスからケースにかけてのコ
ロンとした形状は機械式ならではの
デザイン。緩やかなボンベ文字板と
シンプルなパワーリザーブ表示に加
え、カーフ革バンドがモダンな印象
を与えます。スーツスタイルから、
休日のカジュアルまで幅広く合わせ
ることのできるモダンクラシックウ
ォッチです。

クラシックシリーズに持続時間50時
間の新キャリバー搭載のモデルが登
場。オリエントスターの顔であるパ
ワーリザーブインジケーターが40時
間から50時間に向上しました。クラ
シックと相性の良い小秒針を採用。
クラシックの中にもどこかモダンな
印象を与えます。普遍的かつ中性的
なデザインで、男女問わずご使用い
ただけます。Madeinjapan。

スケルトンデザインと合わせ、文字
板に奥行き感を与えるエッジの効い
た現代的なデザイン。力強くもあり
シャープで知的な印象を与えます。
大胆に抜かれた文字板から覗くムー
ブメントは自社製国産ムーブメント
。スケルトンでありながら視認性と
文字板のデザインを最大限に活かし
たレイアウトは、機械式時計を着け
る愉しみを感じさせます。一味違っ
た上品な色気を演出します。※バン
ド調整は対応し…

U011オリエントスター
RETROGRADE【RK-DE0301L】

U001タイム＆ブーケ
Coquelicot（コクリコ）

U002タイム＆ブーケ
Nel（ネル）【OTB-001-DB】

U003タイム＆ブーケ
Nel（ネル）【OTB-001-LB】

200,000円
「LayeredDial」を採用し、異なる
カラーのダイヤルを重ね合わせ、奥
行きを感じるデザインに仕上げまし
た。アシンメトリーのダイヤルデザ
インは、カッチリしすぎない面白み
と美しさを両立します。ガラスは両
球面サファイアガラスを採用。無反
射コーティングを施し、視認性にも
考慮した仕様です。細く伸びやかな
インデックスと針を採用することで
すっきりとした印象を表現。現代風
のスッキリした…

05463

250,000円
時と花の美しい世界観をコンセプト
に、女性らしい繊細な加工を施し、
象徴的で鮮やかな緋色のひなげしを
秒針に、ふわりと広がる４枚の花び
らを４本足のケースに表現した時計
です。※品物発送時に限りバンド調
整いたしますので、ご希望の場合は
手首周りのサイズを備考欄にてお知
らせください。なお、品物到着後は
、お申込者ご自身で最寄りの時計店
などで調整していただくこととなり
ますので、予め…

280,000円
時と花の美しい世界観をコンセプト
に、女性らしい繊細な加工を施し、
フランネルフラワーの白い花を文字
板表現した無垢な白さが印象的な機
械式手巻き時計です。協和精工（株
）

280,000円
時と花の美しい世界観をコンセプト
に、女性らしい繊細な加工を施し、
フランネルフラワーの白い花を文字
板表現した無垢な白さが印象的な機
械式手巻き時計です。協和精工（株
）

秋田県

U004タイム＆ブーケ
Muguet（ミュゲ）

L01オリエントスター
MechanicalMoonPhase【RKAM0001S】

310,000円

M01オリエントスター
Skeleton【RK-DX0001S】

350,000円

500,000円

時と花の美しい世界観をコンセプト
に、女性らしい繊細な加工を施し、
可愛いすずらんの花をイメージした
、５粒のダイヤモンドが光る、小さ
く可憐なブレスレットです。※品物
発送時に限りバンド調整いたします
ので、ご希望の場合は手首周りのサ
イズを備考欄にてお知らせください
。なお、品物到着後は、お申込者ご
自身で最寄りの時計店などで調整し
ていただくこととなりますので、予
めご了承願いま…

デジタル信号で時間管理された社会
の中で、あえて人間らしいゆったり
とした時間に浸る。そんなきっかけ
になるのが、ムーンフェイズ。信頼
性の高い46ムーブメントをベースに
した機械式月齢。マニュファクチュ
ールであるオリジナルムーブメント
を開発。クラシカルな印象と視認性
を兼ね備えた両球面サファイアガラ
スも特徴です。次世代まで受け継ぐ
ことのできる本格仕様です。Madein
japan。

デジタル信号で時間管理された社会
の中で、あえて人間らしいゆったり
とした時間に浸る。そんなきっかけ
になるのが、ムーンフェイズ。信頼
性の高い46ムーブメントをベースに
した機械式月齢。マニュファクチュ
ールであるオリジナルムーブメント
を開発。クラシカルな印象と視認性
を兼ね備えた両球面サファイアガラ
スも特徴です。次世代まで受け継ぐ
ことのできる本格仕様です。Madein
japan。※バン…

好評の手巻きスケルトンモデルに銀
色ムーブメントモデルが登場。美し
く装飾されたパーツを職人によって
組み立てられた自社製スケルトンム
ーブメントは、長年機械式時計を作
り続けてきた技術の結晶であり、オ
リエントスターの代表的なモデルと
なっています。人から人へ受け継が
れる時計に相応しい仕上げになって
います。MadeinJapan。

F01羽後和牛定期便

N01

N02
MINASEVM07FIVEWINDOWSmidsize

U034

1,000,000円
繁殖から肥育、そして直売まで一貫
した体制で和牛を飼育している佐藤
畜産。地元産の稲わらを用いた飼育
で、安心安全はもちろんのこと味に
も絶対の自信を持っております。毎
月1回、計12回、自慢のお肉をお届
けいたします。（写真のイメージと
は若干異なる場合がございます。）
羽後和牛さとう

05463
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350,000円

L02オリエントスター
MechanicalMoonPhase【RKAM0005S】

羽後町

MINASEVM03FIVEWINDOWS

1,300,000円
ケースインケース構造による究極的
なダイヤルの立体感と量感を、大き
く空けられた風防、裏蓋、そして側
面に配された窓から堪能いただけま
す。5枚のサファイアガラスを通る
光が生み出す輝きと陰影が、角度、
時間によって刻々とうつろうさまは
、ほかにない時間の美を生み出して
います。

1,300,000円
ケースインケース構造による究極的
なダイヤルの立体感と量感を、大き
く空けられた風防、裏蓋、そして側
面に配された窓から堪能いただけま
す。5枚のサファイアガラスを通る
光が生み出す輝きと陰影が、角度、
時間によって刻々とうつろうさまは
、ほかにない時間の美を生み出して
います。

MINASEVM03FIVEWINDOWS

1,300,000円
ケースインケース構造による究極的
なダイヤルの立体感と量感を、大き
く空けられた風防、裏蓋、そして側
面に配された窓から堪能いただけま
す。5枚のサファイアガラスを通る
光が生み出す輝きと陰影が、角度、
時間によって刻々とうつろうさまは
、ほかにない時間の美を生み出して
います。

